食後のタイムイノベーションを。
ミーレ ビルトイン食器洗い機

（45cm 幅 G 4700 SCU /G 4700 SCi ブリリアントホワイト）

ドイツ・ミーレ 創業 120 年を記念した限定モデルがスペシャルプライスで新発売。

ミーレ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：松原秀樹）は、2018 年 10 月 1 日より、ドイツ・ミーレ
社 創業 120 周年を記念した限定モデル G 4700 SCU /G 4700 SCi (45cm 幅 ブリリアントホワイト）を発売いたします。
ドイツ・ミーレ社が 1899 年の創業時から掲げる “Immer Besser －常により良いものを ”

の理念のもと、単に高スペッ

クで便利な家電を提供するだけではなく、家電を通じて女性や働くすべての人の家事の負担を軽減することで、得られる
時間やそれによってもたらされる心の充足感など、お客様がより豊かに感じられるライフスタイルを提案し続けていきた
いと考えております。
昨今、女性のさらなる社会進出や、共働き世帯の増加など、ライフスタイルや人生観はますます変化し、限りある時間の中で、
より自由な時間を確保し、家族との対話や自己研鑽に費やしたい、そんな考え方を持つ方が増えてきているように思います。
ミーレは、食器洗いを食洗機にアウトソースすることで、今までの食器洗いにかかる負担を軽減、ゆとりをもって、夫婦
や家族とのコミュニケーションをとる時間や、自分の趣味や学びの時間に費やすことの一助になればと考えています。
新三種の神器としても注目を集め、需要が高まる食器洗い機。より多くの方に体感いただけるよう、昨年リリースしたミー
レ・ジャパン 25 周年記念モデルに続き、この度、45cm 幅のビルトイン食器洗い機「G 4700 SCU /G 4700 SCi」（ブリ
リアントホワイト）を、ドイツミーレ創業 120 周年限定モデルとして発売する運びとなりました。
食後のタイムイノベーション。ぜひこの機会に、食器洗いを食洗機にアウトソースし、大切な方との、また自分自身への
有意義な時間の使い方をスタートしてみませんか。
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ミーレ

G 4700 SCU /G 4700 SCi 製品の特徴

洗浄力・大容量・省エネ・ビルトインと基本スペックを備えた 45cm 幅の食器洗い機が、期間限定（2018 年 10 月 1 日〜 2019 年 9 月 30 日）
の特別価格 ¥250,000（税抜）にて発売いたします。備え付け食洗機への入れ替えなど、
限りあるキッチンスペースにも対応しやすい 45cm 幅。

ミーレ食器洗い機の代名詞 カトラリートレイ

お箸やスプーン、
フォーク、ナイフなどのカトラリー
を一つ一つ仕切りに沿ってセットできるので、重
なりあって汚れが残ったり、傷ついたりというこ
とがなく、きれいに洗い上げることができます。

大切な水を無駄にしない、使用水量 6.5 L 〜

大容量のバスケットデザイン

センサーウォッシュプログラムでは、業界トップ
クラスの最少使用水量 6.5L~ で、効率的に理想的に
洗浄します。

欧米のディナーセットなら 9 人分（ IEC 規格）。たっ
ぷりの収容力で、鍋も一緒にまとめて洗えます。

設置前

やさしくきれいな、洗浄力

下洗いも不要：庫内の上下段と中央の 3 か所に取り
付けた長さのあるスプレーアームが回転しながら洗
浄。すみずみまで確実に洗浄水を届けます。また、
鍋や皿に付着したひどい汚れも、下洗いなしですっ
きりきれいに。汚れをはがす力が違います。

コンフォートクローズ

収納スペースを、食器洗い機へシフト
ビルトインならではの美しいデザイン

ドアの開閉がとてもしやすく、
どの位置でも開けたま
まの状態をキープできます。
（ SCi 機種の場合はドア
調整が必要）

キッチンカウンターにビルトインすることで、見た
目もスッキリ。例えば収納スペースを、食器洗い機
にすることで、洗い終わった食器の置き場が必要な
くなり、作業スペースが広く使えるなど機能的です。

※画像は 60cm 幅機種になります。

※画像は 60cm 幅機種になります。

・G 4700 SCU：標準ドア装備
・G 4700 SC i ：ドア材取付専用

型式
カラー

※化粧パネル材は取り付けできません。
※ドア材をご用意ください。

ブリリアントホワイト
W 448 x D 570 x H 805 - 870 mm

外形寸法

7人分・51点 (1 / 9人分 (2

洗浄容量
ディスプレイ

3 ケタデジタル表示

カトラリートレイ

予約タイマー / 残時間表示
○

6種 : ECO / センサーウォッシュ / インテンシブ 75℃ / ノーマル 55℃ /

洗浄プログラム

ジェントル / クイックウォッシュ 40℃
ショート

オプション
標準使用水量/消費電力

8.7L / 0.87 kWh (3

目安コスト

水道 2.19 円 (4 / 電気 23.5 円 (5

コンフォートクローズ

※付属の巾木の色は
G 4700 SCUはホワイト
G 4700 SC i はブラックになります。

設置後

○

運転音

46 dB ( IEC60704-2-3に基づく数値 ）

電源

単相 200 V、50/60 Hz共用

定格消費電力

2.0 kW

希望小売価格

270,000 円（税抜 250,000円）

1) 日本電機工業会（JEMA）食器洗い乾燥機に関する自主基準に準ずる。1人分の食器点数と基本食器類は次の通りとする。
基本4点（大皿、茶碗、汁椀、湯のみ）
＋2点（中鉢、中皿）
＋小物（ 箸、スプーン、ナイフ、フォーク）
。追加点数は次の通りとする。6 点（ 湯のみ）
＋3点（中皿）
の合計 9 点。
2) 国際電気標準会議（International Electrotechical Commission）に準ずる。ヨーロッパにおいては、皿類を中心とした食器での国際基準となる。
3) ECOプログラム使用時
4) 算出基準料金：水道料金132円 / m³（税込）、
下水道使用料：120 円 / m³（税込）＜日本電機工業会調べ＞
5) 算出基準料金：電気料金目安27 円 / kWh（税込）＜家電公取協調べ＞

ミーレ・ジャパン株式会社
本件に関するお問い合わせ：製品サンプル及び画像のお貸出し、ご取材などご希望の際は、下記プレス担当までご一報ください。
〒153-0063
東京都目黒区目黒1-24-tel.
12 オリックス目黒ビル4F
TEL.03-5740-0030
GENERAL CONTACT ：ミーレ
・ジャパンコンタクトセンター
0570-096-300 （ナビダイヤル
月 –金 9:00–17:30）

PRESS CONTACT ：デイリープレス 担当：川村美帆

www.miele.co.jp

tel. 03-6416-3201

fax.03-6416-3202

2018年9月現在

mihokawamura@dailypress.

8099086-00
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